
　

　　　 

開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

２(日)

 　結団１５年　オール・モーツァルト・プログラム

　W.A,モーツァルト：歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」序曲

　　　　　　　　　　　　　　　交響曲第35番ハフナー　ほか

３(月祝) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

７(金) 19:00 東條

20:45 045(560)6115

８(土) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

12(水)

14(金) 19:00 ムシカ・ポエティカ

21:00 03(3970)0585　タンノ

15(土) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

18(火) 15:30 (株)リアルクリエート

17:30 0422(44)8511　阿比留

23(日祝) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

24(月休)

◎

[託]

28(金) 19:00 国立音楽大学ユーフォニアム研究室

21:00 090(5759)6563　島村

３(水) 19:00 アカデミアムジカ

◇ 20:45 accademiamusica.frz@gmail.com

６(土)

◎

[託]

７(日) 14:00 ＡＣＯ　久保山

16:00 aco.toiawase@gmail.com

12(金) 明治大学ギターアンサンブルＡｍｉｔｙ 18:30 ギターアンサンブルＡｍｉｔｙ

第５０回定期演奏会 21:30 090(9320)2913  松尾

13(土) 18:00 私はピアニストの会

◇ 20:00 090(1535)3943　諸隈

21(日) 14:00 三鷹市管弦楽団

16:00 0422(49)6152　辰口

21(日) 19:00 フォンス・フローリス

◇ 21:00 090(2525)0874　大塚

28(日) 18:00 早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン　佐渡

20:30 ritzsolisten.strings@gmail.com

・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

・◎のチケットは、三鷹市芸術文化センター、三鷹市美術ギャラリー、三鷹市公会堂で販売しております。　

・学生券は公演当日に学生証を拝見します。

・［託］印のついた公演には「託児サービス」があります（申込締切は公演日の２週間前です）。

・◇のチケットは、公演前日まで三鷹市芸術文化センターで販売しております（窓口販売のみ、公演前日の19:00まで）。

無　　　料

［自]前売一般\4,000/当日\4,500

前売ペア券\7,000/学生\2,500

古楽アンサンブル　コントラポント定期公演

クリスマス・コンサート　「ああ、大いなる神秘」

バッハ協奏曲の夕べ

全席自由

\1,000

[自]当日 \4,000

前売\3,500(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからの申込)

無　　　料

\3,000

無　　　料

催  し  物  名 入 場 方 法

・　　　　         　帯は財団主催事業です。

[自]一般 \4,000

　　学生 \2,500

〈レクイエムの集い〉　鈴木ユリイカ　詩／江端伸昭　作曲

《海のヴァイオリンがきこえる》　Ｈ・シュッツ合唱団他

アカンサスⅡ×ＴＧＳ　Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ Ｃｏｎｃｅｒｔ

　J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第３番 BWV1009

　ヴァインベルク：無伴奏チェロ・ソナタ第１番 op.72

　ピアソラ：コントラバヒッシモ（チェロとループ・エフェクターによる多重演奏） ほか

Ａｂｅｎｄｓｔｅｒｎ Ｃｈａｍｂｅｒ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ

14:00

16:00

19:15

21:15

17:00

・各催し物の詳細については、主催者までお問い合わせください。

・　　       　印の公演は、http://mitaka.jpn.org/calender/user/よりＨＰがご覧いただけます。　

全席指定

会員 \720

一般 \800

未就学児(4歳以上) \500

全席指定

みたかジュニア・オーケストラ　第１５回演奏会

三鷹市市民文化祭　みたか市民合唱コンサート

三鷹市市民文化祭　今宵をジャズで楽しく

三鷹市市民文化祭　大正琴の会

17:00

19:00

全席指定

会員 \3,400

一般 \3,800

Ｕ-23(23歳以下) \2,000

ロンドン　劇音楽の黄金時代

第９回定期演奏会

無　　料

無　　料

無　　料

無　　料

全席指定

会員　Ｓ席\4,500／Ａ席\3,600

一般　Ｓ席\5,000／Ａ席\4,000

Ｕ-23(23歳以下) \2,500

会員 \4,500

三鷹市市民文化祭　吹奏楽のつどい

全席自由

\4,000

[自]一般\800／中高生\500

全席自由

\3,000

一般 \5,000

Ｕ-23(23歳以下) \3,000
19:00

マリオ・ブルネロ　無伴奏チェロ・リサイタル

大八木恭子チェンバロリサイタル  バッハとスカルラッティ

http://accademiamusica.jp

全席自由

◎

当日券は200円増し

◎

第２３回モンジャーニ　日本、世界の名曲を楽しむ夕べ

宮﨑京子と陽気な仲間たち　心のふるさとを求めて

アヌーナ

　メイ・イット・ビー（映画『ロード・オブ・ザ・リング』より）

　ダニー・ボーイ（アイルランド伝統歌）

　グリーンスリーブス／スカボロー・フェア（イングランド伝統歌）

第２４回くにたちユーフォニアムコンサート

月

11

 エクルズ：〈狂える恋人〉よりエア集ほか

 ダニエル・パーヤル：〈恋の仲直り〉より組曲

三鷹市管弦楽団第５４回定期演奏会

早稲田大学弦楽合奏団律ゾリステン　第６８回定期演奏会

12

月

三鷹市芸術文化センター 風のホール 【催し物ご案内】 
〒181-0012 三鷹市上連雀６－１２－１４ ℡0422-47-9100 
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１２月 
2014年 

 １１月 

 

  三鷹市芸術文化センター 

   チケットカウンター 
0422(47)5122 

 

  三鷹市芸術文化センター 

   チケットカウンター 
0422(47)5122 

 

  三鷹市芸術文化センター 

   チケットカウンター 
0422(47)5122 

HP 
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第６１回 

三鷹市市民文化祭情報は、 

三鷹市公会堂ページを 

ご覧ください。 

 

  三鷹市芸術文化センター 

   チケットカウンター 
0422(47)5122 

HP 

HP 

HP 

HP 

HP 

HP 

HP 

http://sound.jp/kunitachi_euph/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1411240/
http://www.kyoko-miyazaki.com/
http://www.musicapoetica.jp/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1411120/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1411020/
http://sound.jp/ritz-solisten/index.html
http://www.fonsfloris.com/c/
http://mitaka-city-orchestra.com/
http://www.mari-music2009.com/
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~amity/
http://orchestra.musicinfo.co.jp/~ACOhome/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1412060/
http://accademiamusica.jp


開催日
開演
終演 主催者(お問い合わせ)

全席自由(日時指定・整理番号付)

◎ 前売＝会員：\2,200／一般：\2,500    当日＝会員：\2,500／一般：\2,800

以下前売・当日共に　学生＝\1,500　高校生以下＝\1,000

６(木) 13:30 そよ風

16:30 090(1467)6603　吉田

８(土) 14:00 ヴィヴァ・ラ・ムジカ

16:20 0422(46)1691　鬼村

９(日) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

11(火) 岸邉眞知子門下生 16:00 岸邉眞知子

ピアノ発表会 20:00 090(8043)0986

12(水) 14:00 東京消防庁　三鷹消防署

♪火災予防コンサート（東京消防庁音楽隊）♪ 15:00 0422(47)0119　林・鳥光

15(土) 精鋭、二ツ目の会。　その壱。

◎ 　14:00開演

[託] 　　出演：台所鬼〆　春風亭正太郎　桂宮治　神田松之丞（講談）　ほか

16(日) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

19(水) 18:00 山口瑠美コンサート事務局　前田

20:00 yamaguchirumi2014@gmail.com

20(木) 13:00 峰山流事務所　峰山会

16:50 042(403)1387　筒井

23(日祝) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

29(土)

淡島 千景

『日本橋』　『黄色いからす』

30(日) 三鷹市・市教育委員会・市芸術文化協会

13(土) 柳家さん喬　独演会

◎ 　昼の部14:00・夜の部18:00開演

[託]

20(土) ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　惜別、日本の名優。
高峰　秀子

『六條ゆきやま紬』 『妻として女として』

25(木) 17:30 津田塾大学箏曲部　片白

19:30 tsuda_soukyoku_renraku@yahoo.co.jp

・　　　　        　帯は財団主催事業です。 

・[指]は全席指定、[自]は全席自由です。

・[託]印のついた公演には「託児サービス」があります（申込締切は公演日の２週間前です）。

・◎のチケットは、三鷹市芸術文化センター、三鷹市美術ギャラリー、三鷹市公会堂で販売しております。　

・チケット発売初日は窓口販売はございません。　・学生券は公演当日に学生証を拝見します。 

・各催し物の詳細については、主催者までお問い合わせください。

・　　     　印の公演は、http://mitaka.jpn.org/calender/user/よりＨＰがご覧いただけます。　

月

津田塾大学箏曲部　創部六十周年記念演奏会
無　　　料

各回２本立て　昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16：00 上映開始

全席指定・各回

会員 \900

一般 \1,000

学生 \800

月

[指]会員 \2,700

一般 \3,000

高校生以下\1,000

無　　　料

学生 \2,000

　泣いて笑って、年忘れ。師走に沁みる、さん喬落語。

一般 \2,000

第三十八回　日本舞踊研修会　峰山流秋乃会

無　　　料

学生 \1,000

無　　　料

無　　　料

シャンソンコンサート

第２５回　　子供から大人まで

　　　　音楽を愛する仲間達のコンサート

三鷹市市民文化祭　日本舞踊の会

無　　　料

旬の若手落語家・講談師が共演！

　　財団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://mitaka.jpn.orgに４人のインタビュー掲載！ 高校生以下 \500

秋の火災予防運動

会員 \900

一般 \1,000

三鷹市市民文化祭　邦楽演奏会

10/25(土)～11/2(日)　　全11公演　　Ｍｉｔａｋａ“Ｎｅｘｔ”Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ １５ｔｈ

　ｉａｋｕ　『流れんな』　　作：横山拓也／演出：上田一軒

全席指定・各回

無　　　料

全席指定

\4,000

「雨の錦帯橋」発売記念　山口瑠美コンサート２０１４

～ひとり芝居　「おはん」～

三鷹市市民文化祭　謡曲・仕舞大会

無　　　料

無　　　料

入 場 方 法催  し  物  名

学生 \800

　一部　香月流歌謡舞踊　二部　峰山流古典舞踊

三鷹市市民文化祭　三鷹の囃子と和太鼓大会　表彰式・閉会式

各回２本立て　昼夜入替制　昼の部11:00/夜の部16：00 上映開始

ＣＩＮＥＭＡ ＳＰＥＣＩＡＬ　　惜別、日本の名優。

[指]会員 \1,500

12

11

◎

無　　　料

三鷹市芸術文化センター 星のホール 【催し物ご案内】 
〒181-0012 三鷹市上連雀６－１２－１４ ℡0422-47-9100 

HP 

2014年 

 １１月 １２月 

HP 

 

  三鷹市芸術文化センター 

   チケットカウンター 
0422(47)5122 

  三鷹市芸術文化センター 

   チケットカウンター 

0422(47)5122 

HP 

HP 

チケット発売日   

会員  11/27（木）  

一般  11/28（金） 

第６１回 

三鷹市市民文化祭情報は、 

三鷹市公会堂ページを 

ご覧ください。 

HP 

昼の部完売   

夜の部発売中                   

   三鷹市芸術文化センター 

                  チケットカウンター 

0422(47)5122 

家族とは、兄弟とはを問いかける、珠玉の会話劇！ 

HP 

http://mitaka.jpn.org/ticket/1412200/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1412130/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1411290/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1411150/
http://mitaka.jpn.org/ticket/1410250/

